
事業名 内容 期日 場所 詳細 問い合せ先

向日葵畑の生産及
びこれを利用した
製品の開発、生産
事業

向日葵祭り 8/7(土)～8/22(日)
　10：00～17：00

信州平谷
温泉ひま
わりの湯
（平谷村
252）向日
葵畑

向日葵祭りののぼり旗を設置し、ド
リンクの販売などを行います。
※長野県及び近隣県に緊急事態
宣言が発令された場合は中止しま
す。

平谷向日葵しとね
る会
担当：岡田
TEL：090-3582-
6378

繋がり創出による
南信州民俗芸能継
承推進事業

第４回伊那民俗研究集会
「御柱祭と諏訪信仰」

8/28（土）
 13：30～16：30
8/29（日）
   9：30～12：05

飯田市竜
丘公民館
（飯田市桐
林505）

　諏訪大社の式年大祭年となる
2022年は、伊那谷でも、御柱祭、
飯田お練り祭りが行われます。こ
の機会に、これらの祭りと諏訪信
仰について考えます。参加費無
料、事前申し込み不要で、どなたで
も参加いただけます。

南信州民俗芸能
継承推進協議会
（南信州広域連合
事務局内）
担当：斎藤
TEL：0265-53-
7100

シルクホテル インターン
シップ～一流のおもてなし
に触れる5日間～

8/8(日)～8/12(木)
各日6時間～8時間
詳細は、公式HP、
SNS等でお問い合
わせください。

シルクホテ
ル（長野県
飯田市錦
町1-10）

シルクホテル 中田製絲(株)様に
て、貴重なリアル開催。マナー・ク
レド経営などについて学べます（募
集人数は若干名）。

・ホームプラザ信州カフェ
・未来農業カフェ（生活菜
園カフェ）
・アフロディーテカフェ

詳細は、公式HP・
SNS等でお問い合
わせください。

オンライン 各業界等に興味のある学生・専門
学校生（学年不問）を対象にオンラ
インカフェを開催します。
・（ホームプラザ信州カフェ）住宅、
不動産業界。工務店と不動産会社
を経営する社長と話す業界の未
来。
・（未来農業カフェ）環境・未来・農
業関係。乾燥野菜のプレゼントや
レシピ開発挑戦などもあります。
・（アフロディーテカフェ）美容業界・
エステ業界。業界経営者と話す
チャンスもあります。

多摩川精機オンラインカ
フェ

詳細は、公式HP・
SNS等でお問い合
わせください（隔週
金曜開催）。

オンライン 学生・専門学校生（学年不問）を対
象とした、多摩川精機人事担当者
とのオンラインでの継続的交流イ
ベントです（初回は見学のみ可
能）。

元気づくり支援金活用事業
令和３年８月

インターンシップア
シスト事業

回帰促進協議会
（飯田市インター
ン「かえる」事業）

担当：新海
TEL：0265-49-
8948



株式会社週休いつか （事業受託事業者）

https://kaeru.city
iida@kaeru.city

0265-49-0085
[ 申込先 ] 

0265-49-8948

ウェブ

メール

電　話

F A X

説明会または個別相談の希望・希望日時・会社名・
担当者名・電話・fax・メールをお知らせ下さい

事業説明会を随時開催し、「インターンシップ
受入れプログラム作成支援」や「オンライン・
インターンシップ導入支援」といった同事業の
取り組みや事業のながれについてご説明させて
いただいております。（すべて無料支援です）

インターンシップ関連の活動を中心に、学生と
の接点づくりや地元回帰に結びつくための取り
組みを開発、実行しています。

「かえる事業」では、大学生・専門学校生の皆
さんが就職活動をされる際にきっと役立つ取り
組みをおこなっています。また、飯田下伊那地
域への「Uターン就職」を応援しています。

「かえる事業」はオンラインでおこなわれるもの
が多く、どこにいても簡単にご参加いただけます。

インターンシップ・アシスト事業インターンシップ・アシスト事業インターンシップ・アシスト事業

長野県地域発元気づくり支援金活用事業

回帰促進協議会 インターンシップ・アシスト事業
[ 事務局 ]飯田市役所産業振興課 飯田市大久保町2534 20265-22-4511
[ 受託事業者 ]株式会社週休いつか 20265-49-8948 ＊「飯田市インターン かえる事業」は回帰促進協議会 インターンシップ・アシスト事業」の愛称です。

https://kaeru.city
@ i i d a k a e r u

「地域の産業を担う若者の人材確保」を目的として、

インターンシップ受け入れ活動を支援する回帰促進協議会の活動です。

「地域の産業を担う若者の人材確保」を目的として、

ンシップ受け入れ活動を支援する回帰促進協議会のップ受け入れ活動を支援すインターンシップ受け入れ活動を支援する活動です。

企業の皆様へ 学生の皆様へ

大学生・専門学校生、
魅力的な人材の採用を
かえる事業がお手伝い。

誰でも（１年生でも）参加できる
インターンシップやイベントで
スキルを伸ばしませんか？

・インターンシップ受入れプログラム作成支援
・オンライン・インターンシップ導入支援
・インターンシップのブラッシュアップ
・学生への情報発信

《活動内容》 《活動内容》

《事業説明会》

オンラインが多く参加がしやすい

１年生から参加でき、学年は問いません。まだ就
活は考えていない、という方も参加いただけます。

学年を問わず気軽に参加可能

社会人と接することで対話スキルを身につけたり、
企業や業界に関する貴重な知識を得ることができ
ます。

「かえる事業」はこの事業そのものを一緒に
作っていただける学生さんを募集しています。

社会人と接してスキルアップ

学生アクセラレーター制度

・企業さんのインターンシップ新規開発のお手伝い
・既存インターンシップのブラッシュアップのお手伝い
・就職活動に役立つ
　イベントの開発
　　　　　　　　　など
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働こん
働くってこん働くってこんなことなこと働くってこんなこと

「新時代の働き方と 自律的なキャリア形成について」

働こん特別編

働くってこんなこと

VUCA時代を生き抜くために、学生へ送るメッセージ
[ 講師 ] 玉木 健二さん 中部電力株式会社 本店 総務・広報・地域共生本部

地域共生岐阜グループ長／キャリアコンサルタント

オンラインセミナー

●オンライン・カフェ「旭松食品カフェ」
取り組み

旭松食品様と「食」に関心のある学生を中心としたオンライン
での取り組み。商品を使った料理レシピ開発や SNS での PR
をおこなってきました。毎週 15 分程度の短時間、学生主体で
開催し、企業側は都合のつく際にご参加いただいています。

「多摩川精機カフェ」

「未来農業
(生活菜園 )カフェ」

「アフロディーテカフェ」

「ホームプラザ信州
　　　　　　カフェ」

多摩川精機様とのオンラインでの取り組み。お昼休みの毎回
30 分程度、食事を取りながら、集まった方 と々その時々の話
題をしながら、ゆったりとした時間を過ごしています。

地元企業様のオンライン・
インターンシップが、続々
誕生しています！

●働くってこんなこと ( 働こん)
学生と社会人がオンラインに集い、働くことはどんなことなの
かを対話するイベント。学生にとっては将来の不安、就活や就
職後について役立つ情報収集の場として好評です。企業側は
学生とコミュニケーションが深まる貴重な機会となっています。

●特別講義

●社会人名鑑
地域の社会人に学生自身がインタビュー。仕事内容のほか、
地域のこと、地域で働くとは？など、学生の質問にお答えいた
だいた様子を動画にて公開しています。学生が興味ある、学生に役立つ特別講義

を企業人や専門家からお話をお伺いする
特別講義を不定期開催中。

（※一例）

旭松食品旭松食品
オンラインカフェオンラインカフェ
旭松食品

オンラインカフェ

毎週1
5分

開催中

参加無料
食品に興味ある方、食品に興味ある方、
管理栄養士や調理師を管理栄養士や調理師を
目指す方に好適！目指す方に好適！

食品に興味ある方、
管理栄養士や調理師を
目指す方に好適！

取り組みを動画配信中！
Youtubeで [ 飯田カエル ]と検索

https://www.youtube.com/channel/UCaScgwy8m3XPFaqDOXPnTAA

次々と新しい取り組みが生まれています。
企業様の実情に合わせ、企業様ごとに取り組み内容が異なります。
学生の皆さんにとって有益な事業が次 と々考案、実施されています。

長野県地域発元気づくり支援金活用事業

回帰促進協議会 インターンシップ・アシスト事業
[ 事務局 ]飯田市役所産業振興課 飯田市大久保町2534 20265-22-4511
[ 受託事業者 ]株式会社週休いつか 20265-49-8948 ＊「飯田市インターン かえる事業」は回帰促進協議会 インターンシップ・アシスト事業」の愛称です。

https://kaeru.city
@ i i d a k a e r u


